
香川県さぬき市における鳥インフルエンザへの対応について

農場所在地 飼養状況 用途

発生農場 香川県さぬき市 約5.1万羽 肉用鶏

疫学関連農場 香川県さぬき市 約4.0万羽 肉用鶏

＜発生状況と政府の初動対応＞

（１）１月10日（水）、香川県さぬき市の肉用鶏農場において、
死亡羽数が平時と比べて増加したことから、簡易検査を実
施したところ、陽性と判明。

（２）同日、農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部を
開催し、疑似患畜と判定された場合の対応方針を決定。

（３）翌11日（木）夜、Ｈ５亜型陽性（疑似患畜）と判明したこと
から、
① 農水省対策本部で決定した対応方針に基づく措置を

迅速に実施し、
② 12日（金）、関係閣僚会議、関係府省庁連絡会議が

開催され、本病に政府をあげて対応をすることを確認
するとともに、関係府省庁間での連携を確認。

（４）同12日（金）、遺伝子解析の結果、Ｎ６亜型であることが
判明し、高病原性鳥インフルエンザの患畜と判定。

＜防疫対応の推移＞

○ 防疫措置状況

１月12日（金）、殺処分（約9.1万羽）完了。

１月14日（日）、消毒等の防疫措置完了。

○ 家きん卵等出荷のための検査

１月12日（金）以降、制限区域内にある13戸の採卵鶏農家に

ついて、必要な措置を講じることで順次出荷を再開。

○ 発生状況確認検査

１月12日（金）、 ３km圏内の検査対象である７戸について、

検査開始（臨床検査、抗体検査及びウイルス分離検査）し、

１月16日（火）、陰性確認。

○ 清浄性確認検査

１月25日（木）、３km圏内の検査対象である７戸について、

検査開始（臨床検査、抗体検査及びウイルス分離検査）し、

１月29日（月）、陰性確認。同日24時（30日０時）に搬出制限を

解除。

２月４日（日）24時（５日０時）に移動制限を解除。

肉用鶏 採卵鶏 種鶏 合計

戸 羽 戸 羽 戸 羽 戸 羽

3km圏内 2 42,300 1 925 4 21,200 7 64,425

3-10km圏内 6 302,043 12 694,561 1 10,000 19 1,006,604

合計 8 344,343 13 695,486 5 31,200 26 1,071,029

＜発生農場等の概要＞

※発生農場、関連農場は除く（参考）周辺半径10km圏内の農場

＜特記事項＞
・ 四国で初めての高病原性鳥インフルエンザの発生。
・ 1月10日の遺伝子検査で判定に至らず、翌日に再検査を実施。
・ これを機に、当面の検査体制について、以下の改善策を措置。

① 簡易検査に使用する検体数を増加（５検体→11検体）
② 簡易検査で陽性が出た段階で、農研機構動物衛生研究部門

にも検体を運搬（検査のバックアップ）

※関連農場含む。

国内における高病原性鳥インフルエンザの発生状況（平成29年11月以降）
（平成30年3月12日時点）

（注）検査優先種：
野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル
（平成29年10月 環境省自然環境局）に記載された感染リスクの
高い種（検査優先種１＞〃２＞〃３＞その他の種）

：確定事例（３都県32事例）
すべてH5N6亜型

野鳥等

：確定事例（１県１事例）
H5N6亜型

家きん

都道府県 市町村 検体回収日 種名
検査

優先種（注）
羽数

島根県 松江市

平成29年11月5日 コブハクチョウ 1 1

平成29年11月7日 キンクロハジロ 1 1

平成29年11月9日 キンクロハジロ 1 1

平成29年11月10日 ユリカモメ 1 1

平成29年11月11日 コブハクチョウ 1 1

平成29年11月12日 コブハクチョウ 1 1

平成29年11月12日 キンクロハジロ 1 1

東京都 大田区 平成30年1月5日 オオタカ 1 1

兵庫県 伊丹市 平成30年3月1日 ハシブトカラス その他 5

平成30年3月2日 ハシブトガラス その他 7

平成30年3月3日 ハシブトカラス その他 1

平成30年3月4日 ハシブトカラス その他 5

平成30年3月6日 ハシブトガラス その他 6

都道府県 市町村
疑似患畜
確定日

種名 飼養羽数

香川県 さぬき市 平成30年1月11日 肉用鶏 約9.1万羽

家きん
香川県（1事例）

野鳥
島根県（7事例）、 東京都（1事例）、兵庫県（24事例）

30



２９消安第５２６１号 

平成３０年１月１５日 

都道府県家畜衛生主務部長 殿 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 

高病原性鳥インフルエンザを疑う異常家きんの届出を受けた場合の当面の対応に 

ついて 

 １月１１日、香川県において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたところで

すが、本事例を踏まえ、高病原性鳥インフルエンザを疑う異常家きんの届出を受けた場合の対

応について、当面の間、下記のとおりとしますので、家畜保健衛生所への連絡を含め遺漏のな

いよう準備・対応方お願いします。 

 なお、下記対応については、今後、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物

衛生研究部門において実施予定の、分離ウイルスの遺伝子分析、感染試験等の結果を踏まえ、

見直すことがある旨申し添えます。 

記 

１．農場での検査等（防疫指針※第４の２の（１）関係） 

（１）死亡家きんについては、（現行は「５羽以上」としているが、）１１羽以上 （１１羽に

満たない場合は全羽）を対象とした簡易検査を行う（異常家きんを含む生きた家きんは現

行どおり２羽。）。 

（２）検体は、現行どおり、原則として、１羽につき気管スワブ及びクロアカスワブのそれぞ

れを１検体として実施するが、死亡家きんの気管スワブは、検査対象家きんの気管を切開

した上でそのスワブを用いる。なお、気管切開による気管スワブの採取及びその検査への

使用方法は別紙を参照すること。 

２．都道府県による家畜保健衛生所での検査（防疫指針第４の５の（１）関係） 

 簡易検査で陽性の検体が確認された場合には、現行どおり家畜保健衛生所において遺伝子

検査及びウイルス分離検査を行うが、その際、採取した全ての検体の検査材料の一部を動物

衛生研究部門に運搬する。 

３．経過観察 

 簡易検査で全ての検体が陰性の場合であっても、毎日、当日の死亡羽数を含む異状の有無

を報告するよう農場に求め、死亡羽数が通常程度にまで落ち着くまで経過観察を行う。この

間、必要に応じて、上記１の検査等を行う。 

※ 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫

指針（平成２７年９月農林水産大臣公表）

以上 

（写）
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届 出

立入検査に伴う簡易検査
気管スワブ※１）、クロアカスワブについて実施

（死亡鶏は11羽以上）

A型陽性※２）

遺伝子
検査

ウイルス分離
検査

A型陰性

一般病性鑑定へ移行

※２）簡易検査が陽性となった場合、遺伝子検査及びウイルス分離検査
用として採材した検体（気管及びクワアカスワブ液）を２分割し、速や
かに動物衛生研究部門へ運搬すること。

高病原性鳥インフルエンザを疑う異常家きん届出に伴う対応

【別紙】

※１）気管スワブの採材にあたっては、気管を切開して全長の半分の
粘膜を入念にこすりとり、簡易検査に用いること。同様に、残り半
分を遺伝子検査及びウイルス分離検査用材料として採材すること。

【備考】

又
は

簡
易
検
査
用

分
離
・
遺
伝
子
用

気管の切開及びスワブ採材
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総理指示（平成30年１月11日）

○ 家きん業者に対し、厳重な警戒を要請するとともに、予防措置
について適切な助言を行うこと。

○ 現場の情報をしっかり収集すること。

○ 鳥インフルエンザと考えられる家きんが確認された場合、農林
水産省はじめ関係各省が緊密に連携し、徹底した防疫措置を迅
速に進めること。

○ 国民に対して正確な情報を迅速に伝えること。

平成29－30年シーズンにおける高病原性鳥インフルエンザの発生について
（鳥インフルエンザ事案）

平成29年度における高病原性鳥インフルエンザ等対応関係府省庁の対応実績

【内閣府食品安全委員会】
食品の安全性に関する情報提供

【警察庁】

関係都道府県警察における警戒等防疫作
業に対する支援活動

【金融庁】
金融機関への金融円滑化要請

【消費者庁】
消費者への情報提供

【総務省】
消防機関との連絡調整

【文部科学省】
教育機関への情報提供

【厚生労働省】

都道府県衛生部局への情報提供・注意喚
起、家きん農場の従業者の健康状態の把握、
防疫作業従事者の感染防御策の徹底等の指
示

【農林水産省】
防疫措置

【国土交通省】

車両用消毒マット・消毒噴霧器の設置への協
力、防疫作業実施のための投光器、フォークリ
フト等の貸与

【環境省】
野生動物の監視

【防衛省】
自衛隊法に基づく災害派遣要請への対応
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①人・物・車両によるウイルスの持込み防止
・衛生管理区域、家きん舎への出入りの際の
洗浄・消毒の徹底

・衛生管理区域専用の衣服、靴、
家きん舎ごとの専用の靴の使用

・上記措置の記録

②野生動物対策
・防鳥ネットの設置・修繕、壁の
破損・隙間の修繕

・家きん舎周囲の清掃、整理・整頓
・上記措置の定期点検

予防対策の重要ポイント

周辺に水辺のある農場は
①、②の予防対策を徹底

野鳥飛来防止対策
（忌避テープを張るなど）

水辺

家きん舎

【衛生管理区域】

車両消毒

専用の服や靴の使用

消毒の実施

壁や金網の破損修繕

集卵・除糞ベルトの
開口部の隙間対策 家きん舎周囲の整理・整

頓（樹木の剪定等）

鶏舎周囲の池の水
抜き

リスクを減らす取組（季節を限って水を
抜く、野鳥を寄せ付けないよう忌避テー
プを張るなど）が効果的

平成29年シーズンに向けた農林水産省の取組

４月
○全国家畜衛生主任者会議の開催

都道府県、関係機関等から250名を集め、平成28年度における発生時の防疫
対応等について、意見交換及び情報共有

６月
○疫学調査報告書取りまとめ、防疫体制の強化

平成28年度の発生に係る疫学調査報告書を踏まえ、平成29年度のシーズン
を迎える前までに事前に防疫体制を強化するよう、都道府県に指導

６-９月
○防疫演習を実施

都道府県等において、発生時を想定した机上演習及び実動演習を実施

９月

○防疫対策の強化について
シーズン直前に防疫対策を強化するよう、都道府県に指導

○日中韓等東アジア地域シンポジウムの開催
中国、韓国、モンゴルの専門家から疾病の発生状況、防疫対応等に関する

発表を行うとともに、意見交換・情報交換を実施（平成23年から毎年開催。
今回は７回目）

○鳥インフルエンザ防疫対策強化推進会議の開催
都道府県、関係機関等から160名を集め、防疫体制の強化や関係者間の意思

統一を図り、防疫対策に万全を期することを確認

このほかに、諸外国における鳥インフルエンザの発生状況について、随時都道府県等関
係者に情報提供を実施
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国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合
研究機構 動物衛生研究部門長に対する
農林水産大臣感謝状の手交
（左：上月政務官、受領者：坂本部門長）

高病原性鳥インフルエンザの発生に係る防疫対応に
ご協力頂いた方々への大臣感謝状授与

自衛隊第10師団に対する
農林水産大臣感謝状の手交
（左：東海農政局吉田消費・安全部長、

受領者：古屋幕僚長）

（全国の５７機関・企業・団体に交付）

※野鳥における発生
・平成20年 全３県
・平成22～23年 全16県
（他3県における動物園等の
飼育鳥からウイルスを確認）

<平成28年度の発生> Ｈ５Ｎ６亜型（高病原性）
11～３月 青森県（２農場 約2.3万羽）

新潟県（２農場 約55万羽）
北海道（１農場 約28万羽）
宮崎県（２農場 約28万羽）
熊本県（１農場 約9.2万羽）
岐阜県（１農場 約8.1万羽）
佐賀県（１農場 約7.1万羽）
宮城県（1農場 約22万羽）
千葉県（1農場 約6.2万羽）

平成29年４月18日までに、
すべての移動制限解除

<平成26年度の発生> Ｈ５Ｎ８亜型（高病原性）
４月 熊本県(１農場 約５万羽） (関連１農場 約５万羽も同様の措置）

12～１月 宮崎県（２農場 約５万羽）
山口県（１農場 約３万羽）
岡山県（１農場 約20万羽）
佐賀県（１農場 約５万羽）（関連１農場 約３万羽も同様の措置）

※平成27年2月14日までに、すべての移動制限解除
・防疫指針に基づく迅速な防疫措置を実施

<平成15年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
１～３月 山口県(１農場 約３万羽)

大分県(１農場 14羽)
京都府(２農場 約24万羽)

・我が国で79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザの発生
・家畜伝染病予防法の改正と特定家畜伝染病防疫指針の策定
・「鳥インフルエンザ緊急総合対策」を取りまとめ
・家畜防疫互助基金の造成、経営維持資金の融通
・緊急ワクチンの備蓄

<平成18年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
１～２月 宮崎県(２農場 約７万羽)

岡山県(１農場 約１万羽)
宮崎県(１農場 約９万羽) 

※平成19年３月１日までに、全ての移動制限解除

・平成20年２月防疫指針変更（食鳥処理場等の例外措置等）

・養鶏農場への立入検査、衛生管理テキストの作成・普及

・モニタリングの強化及び早期発見・早期通報の徹底の通知
<平成22年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
11～３月 全９県(24農場 約183万羽)
※発生状況、対応の詳細については次頁参照

<平成17年度の発生>Ｈ５Ｎ２亜型（低病原性）
６～１月 茨城県･埼玉県(41農場 約578万羽)

・平成18年４月までに殺処分を終了
・低病原性であることを踏まえ、一定の条件を満たす農場に監視プログラムを適用
・平成18年12月、防疫指針に、低病原性の発生時の防疫措置を追加
<平成20年度の発生>Ｈ７Ｎ６亜型（低病原性）
２～３月 愛知県(７農場（うずら） 約160万羽)
※平成21年５月11日までに、全ての移動制限解除

・全国全てのうずら農場等で立入検査を行い、陰性を確認
・家畜防疫互助基金対象家畜に平成21年度からうずらを追加

・平成26～27年 全６県12例(H5N8型)
・平成28～29年 全22都道府県 218例（H5N6型）
・平成29～30年 全３都県32件(H5N6型)
（平成30年３月13日時点）

<平成29年度の発生> Ｈ５Ｎ６亜型（高病原性）
１月 香川県(１農場 約5.1万羽）
(関連１農場 約4.0万羽も同様の措置）
※平成30年２月５日までに移動制限解除

・防疫指針に基づく迅速な防疫措置を実施

近年の高病原性鳥インフルエンザの発生とその対応
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